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会 議 記 録

会 議 名 杉並区就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会（第１１回）

日 時 平成２４年５月２９日(火)午後３時～午後４時４０分

場 所 杉並区職員会館 ２０１会議室

出 席 者

[委 員]

徳嵩、吉田、田中（哲）、原田、小松、出保、正田、寺井、宮本、田中（稔）、出町、

大澤、澤津、倉澤、小堂、中島、藤川、奥田、萩原、稲葉

[事務局]

加藤、片岡、高林、齊藤

配付資料

〔資 料 １〕杉並区就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会委員名簿

〔資 料 ２〕杉並区就学前教育振興指針（案）

〔資 料 ３〕今後の主なスケジュール（予定）

〔資 料 ４〕第１０回会議記録（案）

〔資 料〕すぎなみ教育報臨時号（平成２４年５月１７日）

〔参考資料〕主な取り組み一覧

会議次第

１ 開 会

２ 新委員の紹介

３ 議 事

（１）杉並区教育ビジョン２０１２について

（２）杉並区就学前教育振興指針（案）について

（３）今後のスケジュールについて

４ 事務連絡

５ 閉 会
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○ 主な発言要旨及び会議の結果等

[開会］

委員長 これより、第１１回就学前教育振興ビジョンに関する検討委員会を始め

る。

この間、検討委員会では、平成２２年１１月から昨年度末までで１０回、

精力的に様々な議論をしてきている。年度末の段階では、この委員会の

下に設けた幹事会で、それまでの議論を整理して案のタタキ台を作成す

ることとしていた。本日は、そうした経過も踏まえ、案について一定の

整理をして、次の段階に進んでいきたいので、協力をお願いする。

[新委員の紹介］

委員長 ４月に、人事異動等により委員に変更があった。新委員は、それぞれ順

に自己紹介をお願いする。

（新委員 自己紹介）

[前回会議記録の確認]

委員長 ２月開催の第１０回についての会議記録(案)を配付したので、確認をお

願いする。よろしいようであれば、これを従前同様ホームページにアッ

プする。

[議事１ 杉並区教育ビジョン２０１２について]

委員長 それでは、議事に入る。

まず、この３月に教育委員会が策定した「杉並区教育ビジョン２０１２」

について、所管部局の委員から、教育報臨時号により説明をお願いする。

委員 説明

委員長 就学前教育の振興に関連するところも含めて説明があった。確認するこ

とがあるか。

（特になし）

[議事２ 杉並区就学前教育振興指針(案)について]

委員長 次に、議事の(２)杉並区就学前教育振興指針（案）について。幹事会で

調整した案について、事務局から説明をお願いする。

[事務局 資料２及び参考資料による説明]
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委員長 まず名称について。これまでは「振興ビジョン」という名称で議論して

きた。しかし、「基本構想（10 年ビジョン）」と「教育ビジョン２０１２」

が策定されたことを踏まえ、位置づけに照らして「振興指針」という名

称が適切ではないかと考えている。このことついて、意見を伺いたい。

委員 「指針」はいいと思う。

委員 「指針」のほうが分かりやすいと思う。

委員長 では、名称は「指針」ということで進めたい。

次に、「策定の背景・趣旨」。これまでは「基本理念・基本的な考え方」

だったが、この検討委員会で何回かに分けて、時間をかけて議論したこ

とを分かりやすく再構成したので、意見を伺いたい。

ちなみに、「教育ビジョン」との関係ではどうか。

委員 名称についてだが、「教育ビジョン」の策定のときに、「就学前教育振興

ビジョン」の位置づけについて質問があった。「教育ビジョン」は生涯学

習を含めて教育全体の大きな教育の指針であるが、それに相当するよう

になぜ就学前だけ別にしているのか、こちらの「ビジョン」というのは

「指針」といった位置づけなのか、といったものだった。そのときも、「就

学前教育振興ビジョン」は「教育ビジョン」あるいは「基本構想」の中

の教育施策であると説明しているので、名称は「指針」のほうがいいと

思う。

それから、１章の趣旨については、順序立てて大前提としての理念、考

え方、根本や国の動きが書かれており、就学前教育の大切さを訴える区

民の意向も入っているので、分かりやすく書かれている。また、「教育ビ

ジョン」のトーンときちんと整合がとれていると思う。

委員長 ほかに意見があるか。

委員 これまで出ていた様々な意見を盛り込んでうまくまとめられていると思

う。

委員長 それでは、２章の「位置づけ・期間」について。この指針の期間設定は

「教育ビジョン」などと整合を図る、また、取組み方針は、区の各種計

画と予算に基づいて、その具体化を図っていくということについて意見

を伺いたい。

委員 これで差し支えないと思う。

委員長 それでは、３章について。ここは、課題整理をして時間をかけて議論を

して、また、区民意向調査などから杉並区の状況を把握して、就学前教

育が重要であるとまとめている。確認を含め、これについての意見をお

願いしたい。

委員 よくまとめられていると思う。
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委員 じっくり読んだが、非常に分かりやすく説明されていると思う。

委員長 現場を監督する一人として、例えば３頁の１つ目の丸に、幼児育成施設

での就園についての記述があるが、これについて気になるところはある

か。

委員 「区内の０歳から５歳までの」、そして「３歳から５歳までに限って」と

いう記載の仕方をしているが、０歳から２歳までについては、約６割が在

宅、約４割が施設に入っている状況から、在宅の親子への子ども・子育て

への支援が大事だと思うので、０歳から２歳までと３歳から５歳までの違

いを書き入れてもいいと思う。

委員長 ０歳から２歳までの６割が在宅だから、家庭教育の重要性が改めて再認

識できるのではないか、という今の意見についてどうか。

委員 地域、家庭、施設という様々な子どもが育つ環境がある中で、特に最近

は孤立した環境になるので早くから保育園に入る方もいるので、そうい

ったことをどうケアしていくのかというのは、数字的にも分かったほう

が分かりやすいと思う。

委員 ０歳から２歳までの乳児を表す数字があったほうが、より具体的になる

と思う。

委員 私も同様に思う。０歳から２歳までの在宅家庭に対する子育て支援はと

ても大切なことであり、７頁の取組み方針に載っている子育て相談体制

の充実につながっている。

委員 幼稚園では３歳からで、０歳から２歳までは把握していないので、私と

しては発言を控えたい。

委員長 ０歳から２歳までの状況については加筆することとする。次に、家庭教

育の重要性も含めて、全体をもう少し厚くしてまとめたらいいのではな

いか、という意見についてはどうか。

副委員長 何回かにかけて議論したときに、子どもの教育も大事だが、親のほうの

教育も大事であるという意見が随分出たし、家庭への支援についてもう

少しボリュームを厚くしたほうがいいのではないか。

委員 ここは、この指針の中で唯一データを扱っているところなので、実際に

在宅の保護者がどのようなニーズを強く持っているのかについて大まか

でも触れておくといいのではないかという気がする。

委員長 では、この３章はそのような視点で一部修正を加えて、分かりやすくし

ていくということで進めたい。
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委員 ２、３気付いたところがある。まず、１つ目の丸の２行目に「家族との

信頼関係を確立する」とあるが、「信頼関係」という言い回しが、少し硬

いという印象を感じた。「家族との心の絆」というような表現にしてもよ

いと思う。

２点目は、最後のほうに「虐待や育児放棄などは、子どもだけでなく、

その保護者にとっても深刻な問題」とあるが、幼児の虐待や育児放棄は、

子どもや保護者にとどまらず社会全体の病理、社会的な問題として捉え

たほうがいいという気がする。

３点目は、３頁の１つ目の丸の２行目の「幼児育成施設に」はいらない

と思う。

４点目は、最後の丸の３行目、「ぜひ身に付けておきたいことは何か」の

「ぜひ」だが、例えば「必ず」とか「最低限これだけは」とか、違う言

い方もあるのではないか、と感じた。

委員長 関連して何かあるか。

委員 指針の表現についていくつか気が付いたことを確認したい。

１点目は、「教育ビジョン」では、「知・徳・体の」、「調和のとれた人間

形成」という表現一つであってもかなり吟味しているので、この指針で

使用する表現についても、「教育ビジョン」と整合をしっかりとることが

大切であると思う。

２点目は、「家庭における教育力の向上」が５章の「２取組み方針」に示

されているが、この３章では家庭の教育力の状況について具体的に説明

がない。「子育ての不安や悩みを抱える保護者の増加」、「虐待」について

のみ記載されている。例えば、東京都教育ビジョン等では親の子育てへ

の関心の低さなどについて問題提起がなされた後でその対応策を示して

いる。この指針では、家庭の教育力の低下を具体的に触れる必要性の有

無について議論がされ、どのような共通理解になったのか。

最後に、済美教育センターに就学前教育担当が今年度新設されたが、そ

の設置理由の一つが保育園と幼稚園・子供園、小学校がこれまで以上に

関わりを深めていくことにある。そのことについても「２取組み方針」

には記載されているが、十分な課題設定がなされていないように感じる。

保育園、幼稚園・子供園、小学校に勤務する保育士、教員の意識や立場

の違いを指摘した上で課題設定をし、「幼保小連携カリキュラム」などの

必要性に結びつけていく構成が必要であると考える。

委員 今年度から就学前教育担当ができるということで、杉並区が就学前教育

を大切にしている、ということが良く分かる内容になっていると思う。

委員長 ここまでの３章に関わる意見について、事務局のほうで何かあるか。
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事務局 家庭の教育力については盛んに議論していただいたが、むしろ教育力の

前提となる家庭の支援、子育ての支援のほうを１つ目の丸で具体的に書

いている。

委員長 しかし、様々家庭教育をめぐる議論をした中で、今意見があったように、

核家族化、就労形態の変化、あるいは地域社会の変容、そうしたものが

子育てに対する自信の喪失や不安を招き、ひいては親の養育力や家庭の

教育力が低下している、ということだから、加筆してはどうか。

副委員長 言われたように、社会の状況変化の辺りは、少し加えたらどうか。

委員長 では、言葉の使い方なども含めて「教育ビジョン」ときちんと整合を図

ることは大事なことなので、加筆したり、言葉を置き換えて、より分か

りやすいものにしていくということで進めたい。

委員 私は、教育はシステムではないと思っているから、「子ども・子育て新シ

ステム」という言葉が納得できない。国が出しているが、動向によって

は消滅する可能性がある中で、この表現が２回も出てくるのは強調され

すぎではないか。

委員長 事務局のほうで何かあるか。

副委員長 政府から出されていることは事実なので、国が現在提案している、いわ

ゆる「子ども・子育て新システム」、という表現の仕方でいかがか。

委員長 今のように言葉を足すことで、強調はしないが事実は事実としてきちん

と押さえていきたい。では、ここは少し修正をして、より分かりやすく

適切な内容に書き換えていくことで進めたい。

それでは、４頁、５頁、「就学前の子どもの姿」の記述について、意見を

お願いする。

委員 たぶん幼稚園、子供園、保育園の先生のほうがよく分かると思うが、そ

れぞれの子どもたちの具体例が、「自分でしようとする」、「身に付いてい

る」、「できる」など、いろいろな表現の文末となっている。この辺はあ

る程度意図的に、関心意欲を高めようとする場合には「何々しようとす

る」、ある程度技能的なものの場合には「できる」、ということで、文末

を区分しているのであればいいが、そうでないとすると、若干整理が必

要なように感じる。

そして、一番最後の丸の「友だちと協同して遊ぶ」については、小学校

の低学年で考えると、仲良く遊ぶという単純な表現もあるが、その辺に

「共に学ぶ」と関わってくるニュアンスがあるのかどうか、そういった

意味合いなども共通認識を図るほうがいいと思う。
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最後に、１つ目の丸にある「よい姿勢でいすに座る」というのは、生活

習慣なのか、それとも最近教室で子どもたちがよい姿勢でいすに座って

いられないから体力という側面なのか、検討が必要だと思う。

委員長 トーンを合わせるとすると、どういうイメージになるか。

委員 例えば、子どもたちの意欲的な部分であるとか、子どもたちが結果とし

てできるようになっていく部分であるとか、そのようなある程度観点を

定めて書くと全体のバランスはよくなるのではないかという気はする。

この部分は非常に具体的なので、杉並ではこういうところを重視してい

くというところが今後のいろいろな取組みに反映されると思うので、結

構重要ではないか。

副委員長 「ちゃんといすに長時間座って授業を聞ける子」、これは大事なことだと

教育長も常々話している。

委員長 先ほど事務局から説明があったが、この丸印で書いてある５つについて

は、「育ってほしい子ども像」として、検討委員会の中で、かなり議論を

してまとめてきた中身で、委員の皆さんから、情報提供なり、意見をも

らって議論してきた経過があったと思うが。

委員 皆さんからもアンケート形式でやった。

今の姿勢の問題については、確かに体力の面もあれば、体力とは別個の

面もあるので、どちらに入れてもいいが、何らかの形で語尾が揃ってい

れば、そのほうが読みやすいし、取り組みやすいと思う。内容的なもの

はあれだけ話し合いをしたので、私は十分だと思う。

委員長 ほかの委員の方々、特に現場の先生方、原案を基本としながら、もし修

正が必要であれば語尾を精査していくという今の意見について意見をお

願いしたい。

委員 基本的には、これまでの議論を踏まえてまとめられているので、大きく

変える必要はないように感じる。

委員長 では、事務局でこれまでの意見を踏まえながら必要な修正を図り、まと

めていくということでよいか。

委員 「しっかりと話を聞き、進んで話をすることができる子ども」の中で、

前の資料では「目を見て人の話を聞くことができる」となっていて、こ

れも少し難しいと思ったが、本日は「相手を見て」となっている。ぱっ

と見た瞬間に相手を値踏みするような印象を受けたので、これでいいの

かと思う。

委員 私も同じように感じていて、もっと簡単に「人の話をきちんと聞く」で

いいと思う。

委員 「しっかりと」に「きちんと」か。
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委員 視覚障害のお子さんもいるので、「目を見て」というような表現は工夫が

必要ではないか。

委員長 それらの表現上の問題は十分整理していくこととしたい。

委員 このリード文の６行の上から４行目のところは、「就学前教育をめぐる状

況を認識した上で、「杉並区教育ビジョン２０１２」が目指す人間像を実

現するための５つの育みたい力を踏まえ、幼稚園教育要領及び保育所保

育指針に示された」とするほうが、日本語として通じるような気がする。

事務局で検討をお願いする。

委員 この１つの丸につき５つや３つ書いてあるものについては、みんなが、

全てがやるという前提でやっていくのか。つまり、家庭や就学前施設、

地域に任せない、というのではなく、みんなが同じ方向を向いてこれら

をやっていく、また、これは家庭に、それは就学前施設に主に求められ

ていく、というような切り分け方をしないという前提でやっていくのか。

これは家庭でやるべきことだろうといったことや、これはどこでやるべ

きことだろうというような切り分けについて議論の中で出てきたときに、

切り分けをするのではなく、みんなでかかわりながら共に支えながら共

に学びながらやっていくものである、として考えてきたのか。それがこ

の指針の特徴か。

委員 みんなで、要するにそれぞれの持ち場でやっていくという考え方でずっ

と議論をしてきたと思う。

委員長 これまでの「育ってほしい子ども像」というネーミングが、本日の案で

は変わっているが、このことについて意見をお願いする。

委員 確認だが、これは５歳のときの姿ということか。

委員長 小学校に上がる前までにこういうイメージになることを目指している。

委員 そうであれば、先ほどのように、いくつか中身のことに関わって、もう

一度言葉の精査をすればいいと思う。

委員長 では、先ほどのところは必要な修正をするとして、この段階ではこのネ

ーミングで進めたい。

委員 表記の仕方だが、「あいさつ」に「挨拶」という漢字や、「よく遊びよく

食べよく眠る」の「よく」に「良」という漢字は使わないのか。それか

ら「物事に感動する」のは結構だが、物事だけではなくて、例えば夕焼

け小焼けなどの「自然の事象」でも入れたらいかがか。

委員 「教育ビジョン」との整合でいうと、策定委員会の中では、特に年少の

子どもについては「感性」を育てることが大事だということだったので、

そういう意味では「物事」をもう少し膨らませたほうがいいと思う。
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委員長 表現については、「教育ビジョン」との整合や今の意見も踏まえて、事務

局で調整することとしたい。

それでは、６頁、「目標と取組み方針」について意見をお願いする。

委員 図のほうだが、相互にいろいろ関連性を持つということだと思うが、こ

の矢印が何を意味するのか分かりにくいと思ったことと、地域の目標の

中に「相互に」と書いてあるが、家庭、区、幼児育成施設のどことの相

互なのか明確になっていない部分もあるので、意見をもらって修正した

ほうがいいと思う。

委員長 事務局のほうでは、この「相互」をどういう意味合いで使っているのか。

事務局 地域の中の人や施設が相互に関わっていくということを表している。

委員長 「教育ビジョン」のいわゆる「かかわり」と「つながり」のイメージで

先ほど説明があった際、もう少しクロスオーバーしているような図で説

明があった。より分かりやすいイメージを事務局で工夫をお願いする。

委員 図の中で、区が４分の１のところに位置するのではなくて、もう少し別

の位置、支える位置ではないか。

委員長 では、ここのところは、今の意見を含めてもう少し工夫をし、より分か

りやすい図にしていくということで進めたい。

それでは、７頁から９頁の途中まで、取組み方針と具体的な取組みの方

法について意見をお願いする。

委員 「家庭における教育力の向上」のところで、支援の具体策が①から④ま

で書いてある。「子育て家庭への支援の充実」という前回のものを変えて、

「教育力の向上」として「教育力」という言葉をつけているが、内容と

して教育力向上についての何かしら具体策が①から④までの中に記載さ

れているのか、少し分かりづらいと思う。あるいは「家庭教育への支援」

の中に入っているのか。

委員長 参考資料の①「家庭教育への支援」にあるとおり、これまで取り組んで

きた「つどいの場」や「家庭学級」といった学習する機会、保護者同士

が学びあえる場の拡充を念頭に、家庭の教育力を高めていくための支援、

このようなトーンでまとめている。

委員 ①の２行目に当たるということで、理解した。

副委員長 支援策が並んでいるので、正確には「向上への支援」ではないか。

委員 母親が子育てするのが楽しいと思えるようにするために支援をしていか

ないといけないといったことや、あるいは親になりきれていないといっ

たことが話し合いの中で出たと思う。

委員長 必要な表現をきちんと書き込むことでより分かりやすくするというスタ

ンスで進めたい。
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委員 取組み方針の③の「一時預かりサービス」の「サービス」という表現は

どうなのか。先ほど「子ども・子育て新システム」の話で、保育の産業

化ということも出たが、特に今回は教育前ということもあって、「サービ

ス」という表現はすごく気になる。保護者も「サービス」の権利がある

ものだと受け取ることで、いろいろなところで弊害も出かねないと思う。

副委員長 役所は公式にこの「一時預かりサービス」という言葉を使ってきたのか

どうか。「子ども・子育て行動計画」などいろいろあるが、それらから引

用しているのではないか。

委員 福祉の部分でも福祉サービスという意識改革が入ってきたが。

副委員長 子どもを育てる当事者になり切れているのか、サービスを受ける単なる

権利を保持するだけの消費者なのか、子どもを教育するという当事者の

主体者意識が欠如しているのではないか、といった話がいろいろあった。

非常に重要な指摘だと思うが、用語の確認をしたい。

委員 一般の人たちが感じている「サービス」のイメージは付加価値やプラス

アルファの部分ではないかと私たちは考える。私立の幼稚園の園長はみ

な認識が同じだと思うが、それ以上のものを要求してくることが保護者

会ではある。

委員長 では、今、副委員長からもあったとおり、この辺の言葉の使い方は、こ

れまでの計画事業名なども確認して、あえて使う必要がないということ

であれば見直しをしたい。

委員 この参考資料の「主な取り組み一覧」は、添付するのか。

事務局 この資料は本日の議論の参考として用意したものである。

委員 ８頁の「地域における教育力の向上」に「ネットワークづくりの支援」

があるが、この資料を見ると、学校支援本部の設置が子育てのネットワ

ークのためにあるのかどうか、地域大学がここでいいのか疑問である。

また、①の地域教育推進協議会のモデルがここに盛り込むような内容で

今進んでいるのか分からない。

地域大学、学校支援本部は学校に特化した中でという方向がある中で、

ここで書くというのはどうなのか。

委員長 コミュニティスクールや学校支援本部は当然そもそもの目的があり、広

い意味ではネットワークかもしれないが、主な取組みとして盛り込むの

はどうなのか、という今の意見だが。

委員 「教育ビジョン推進計画」では、７つある大きな目標のうちの４番目で、

「家庭・地域・学校が協働し、共に支える教育を進めます」という目標

があるが、地域教育推進協議会やコミュニティスクールはこの中に入っ

ている。
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委員長 この参考資料をこのまま指針に添付することは考えていないが、場合に

よっては、「教育ビジョン」などでも取組みの例として書かれているので、

主な取組みとして事業名を記載したほうが、より一層具体的になるとい

うことであれば入れていくことも考えられる。

副委員長 少し具体性に欠けているところがあるので、イメージをつかむために、

概括的にこういうような事業を方向として用意、実施するというかたち

で、把握しやすい何らかの図案が必要だと思う。

委員長 少し整理をしてもっと具体的になるように工夫するという方向で進めた

い。

委員 「一貫性のある特別支援教育の推進」の「一貫性」という表現について、

このような強い言葉だと今後施策的にいろいろと縛られていく可能性が

あるので、「連続」や「接続」、「連携」といった少し柔らかな言葉に変え

ておく工夫が必要ではないかと感想を持った。

委員長 今の表現上のことは事務局と調整するということで進めたい。

副委員長 特別支援については今大変多いので、どう小学校が受け止めるのかとい

うことではかなり時間を割いて議論をした。一貫という言葉はともかく、

これはかなり重要な柱である。

委員長 それでは、９頁から１０頁の最初まで、大きく６章として、振興に向け

て区の決意あるいは体制といったことを記してあるが、これについて意

見をお願いする。

委員 ２つ目の丸にある「コーディネート機能」の重視、関係部署の連携は、「教

育ビジョン」の最終章にも同様のことが書かれていて、非常にトーンが

合って、いいまとめだと思う。

[議事３ 今後のスケジュールについて]

委員長 それでは、予定の時刻になったので、事務局から今後のスケジュールに

ついて説明をお願いする。

[事務局 資料３による説明]

委員長 スケジュールの微調整はあるが、現場や有識者の意見などもきちんと聴

いた上で、また、広くパブリックコメントをやってまとめていきたい。

副委員長 本日出された意見による修正案は、決定する前に委員に配るのか。

事務局 そのように考えている。
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委員長 本日も様々な意見があったので、事務局で言葉遣いや柔らかい表現など

をきちんと整理して、決定前に委員の皆さんに確認してもらうことにし

たい。

[事務連絡・閉会]

委員長 それでは、事務局から連絡事項があるか。

事務局 次の開催は８月下旬を予定しているので、よろしくお願いしたい。

委員長 この検討も終盤に来た。より良いものにまとめていきたいので、引き続

き協力をお願いする。

それでは、これで、第１１回の検討委員会を終了する。


